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G-Tune、オンライン海洋冒険RPG『大航海時代 Online』のサービス開始10周年を記念して 
推奨パソコンをリニューアル！！

～ G-Tuneオリジナルアイテムや、30日間分のゲームプレイ用シリアルナンバーが付属する ～
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マウスコンピューターTOP > G-Tune、オンライン海洋冒険RPG『大航海時代 …
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NEXTGEAR-MICRO シリーズ

※画面はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都）は、マウスコンピューターのゲーミングブランド「G-Tune」に、株式
会社コーエーテクモゲームス(代表取締役社長：襟川 陽一、本社：神奈川県)が運営するオンライン海洋冒険RPG『大航海時代 Online』の推奨パソコ
ンを豪華特典付きでリニューアル発売します。

抜群のコストパフォーマンスを誇る「NEXTGEAR-MICROシリーズ」より、インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー、4GB メモリ、500GB ハードデ
ィスク（7200rpm）、AMD Radeon™ R7 250X、インテル® H81 Express チップセット採用、500W 電源、Windows 8.1 Update をプリインストール
した「NEXTGEAR-MICRO im550BA5-DKO」が 6万 9,800円。「NEXTGEAR-MICRO im550BA5-DKO」ベースにインテル® Core™ i5-4460 プロセッ
サー、8GB メモリ、NVIDIA® GeForce® GTX960を搭載した「NEXTGEAR-MICRO im550SA8-DKO」が 9万 9,800円となります。

今回発表する新製品は、いずれも BTO / カスタムオーダーメイドに対応しており、SSD 容量、ハードディスク容量、マウスなど各種デバイスのカス
タマイズ、ホビーにもゲームにも最適な高解像度対応液晶ディスプレイの同時購入などが可能です。また、安心のサポートとして 1年間の無償センド
バック修理サポートと、24時間の電話相談サポートが標準で付属します。さらに充実の 3年間保証サービスもお求めやすい価格で選択頂くことも可能
です。

受注開始は 3月 3日 15時より G-Tune ホームページ、マウスコンピューターダイレクトショップ、電話通販窓口にて行います。

今後も G-Tune では、常に最新・最高のパフォーマンスを発揮する製品を投入し、お客様の「できる・やりたい」を実現するパソコンを供給し続けま
す。

新製品の主なスペック
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G-Tune ホームページ

G-Tune『大航海時代 Online』推奨パソコン販売ページ

豪華特典アイテムが付属する！

『大航海時代 Online』を 30日間分のゲームプレイ用シリアルナンバーに加え、G-Tuneオリジナルアイテムやゲーム内アイテムなど豪華な特典が付属
します。

アイコン アイテム名 個数 説明文

G-Tune紋章 1 『G-Tune』のロゴのモチーフにした紋章。

マウスコンピューター紋章 1 『マウスコンピューター』のロゴをモチーフにした紋章。

雷神のお守り 10 雷神の力を宿すお守り。1時間、スキル熟練度を50％多く獲得できる。

海神のお守り 10 海神の力を宿すお守り。1時間経験値を50％多く獲得できる

風神のお守り 10 風神の力を宿すお守り。30分間、船の速度が50％上昇する。

炎神のお守り 10 炎神の力を宿すお守り。1時間、名声を50％多く獲得できる。

武器職人の鍛錬具 5 武器を強くするための鍛錬具。鍛えすぎると失敗することもある。

防具職員の鍛錬具 5 防具を強くするための鍛錬具。鍛えすぎると失敗することもある。

大砲職人の鍛錬具 5 大砲を強くするための鍛錬具。鍛えすぎると失敗することもある。

名匠の特殊仕立て道具 5 装備を丈夫にするための鍛錬具。鍛えすぎると失敗することもある。

名工の特殊修理道具 5 船部品を丈夫にするための鍛錬具。鍛えすぎると失敗することもある。

装甲工人の鍛錬具 5 追加装甲を丈夫にするための鍛錬具。鍛えすぎると失敗することもある。
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新製品の詳細スペック

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im550BA5-DKO NEXTGEAR-MICRO im550SA8-DKO

OS Windows 8.1 Update 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー 

( 2コア / 3.60GHz / 3MBキャッシュ / HT対応 )
インテル® Core™ i5-4460 プロセッサー 

( 4コア / 3.20GHz / 最大3.40GHz / 6MB キャッシュ )

グラフィックス AMD Radeon™ R7 250X（ビデオメモリ 1GB） NVIDIA® GeForce® GTX 960 (ビデオメモリ 2GB）

メインメモリ 4GB PC3-12800 DDR3 (4GB×1) / 最大16GB (8GB×2) 8GB PC3-12800 DDR3 (8GB×1) / 最大16GB (8GB×2)

ストレージ 500GB SerialATAIII ハードディスク 7200rpm

チップセット インテル® H81 Express

サウンド ハイ・ディフィニション オーディオ

拡張スロット PCI Express×16 スロット×1 (空き×0)、PCI Express×1 スロット×2 (空き×1)

拡張ストレージベイ 5 インチベイ×1 (空き×1)、3.5 インチオープンベイ×1 (空き×1)、3.5 インチシャドウベイ×3 (空き×2)、2.5 インチシャドウベイ×1 (空き×1)

その他

付属ハードウェア：USB 光学式スクロールマウス、USB 日本語キーボード

I/Oポート：PS/2 マウス/キーボードコンボ ポート×1 (背面×1) ●USB
2.0 ポート×4 (前面×2/背面×2) ●USB 3.0 ポート×2 (背面×1、前面×1)

●DVI ポート×1 (背面×1) ●Display Port ポート×1 (背面×1) ●サウンド マ
イク/ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイクイン×1
(背面×1) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビットLAN (背面×1)

I/Oポート：PS/2 マウス/キーボードコンボ ポート×1 (背面×1) ●USB
2.0 ポート×4 (背面×2、前面×2) ●USB 3.0 ポート×2 (背面×1、前面×1)
●DVI ポート×1 (背面×1) ●Display Port ポート×3 (背面×3) ●サウンド マ
イク/ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイクイン×1
(背面×1) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1)

電源 500W 電源(80PLUS® SILVER)

本体寸法 196 (幅)×430 (奥行き)×417 (高さ) mm

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

販売価格 69,800円 (税別) 99,800円 (税別)

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。※
記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。※
記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。※
画像はイメージです。※
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